2022 年 5 月 10 日

累計出荷数 1 億 5 千万個突破
マスコット入り入浴剤

「びっくら？たまご®」が発売 20 周年！
周年を記念して大人も楽しめる体験型「びっくら？たまご」を展開！
～有名アーティストや人気 TV 番組とコラボレーション～
株式会社バンダイ（代表取締役社長：竹中一博、本社：東京都台東区）は、累計出荷数 1 億 5 千万個（2022 年 5 月時
点）を突破したマスコット入り入浴剤「びっくら？たまご」シリーズの発売 20 周年を記念し、大人の方も楽しめる“ドラマチック
お風呂シリーズ”を立ち上げ、有名アーティスト、人気 TV 番組、「ガンプラ」とのコラボレーション、ボディスクラブにもなる新
しい入浴剤を展開します。また、初のオフィシャルショップを 7 月から横浜市と福岡市にオープンします。

「びっくら？たまご」シリーズは、2002 年発売開始のマスコット入り入浴剤で、2022 年に
20 周年を迎えました。大好きなキャラクターの魅力と溶けるまで何がでてくるかわからない
ワクワクドキドキの演出で、子どもたちの毎日の「お風呂」を、特別な体験ができる時間と
空間に変えてきました。お風呂での親子のコミュニケーションツールとして 20 年に渡って
主にファミリー層にお楽しみいただき、購入されたお客さまからは「子どもが自分からお風
呂に入るようになった」、「大好きなキャラクターがいっしょだから、お風呂が楽しい」という
声がアンケート等で多く寄せられています。また、入浴剤を使用したことがある 12 才まで
の子ども 6 千人に向けて、「これまで何の入浴剤を使用したことがあるのか」というアンケートを取ったところ、16%の子ども
が「びっくら？たまご」を使用したことがあると回答しました。（弊社調べ）本シリーズではこれまでに、集めて合体できるマス
コットや、手足を動かして遊べるマスコットの他、特別な日やギフト需要に向けた通常よりも約 1.5 倍大きなサイズの「びっく
ら？たまご DX」など、よりお客さまに楽しんでいただける商品を展開しています。

▲「びっくら？たまご」からマスコットが出てくる様子

大人の入浴時間がより楽しくなる「びっくら？たまご」を展開
毎日の「お風呂」を最も楽しい時間と空間に！
“ドラマチックお風呂シリーズ”とは、「お風呂だからこそできる演出と体験」にこだわった、
大人も存分に楽しめる「びっくら？たまご」の新しいシリーズです。
大人のホビーとして代表的なガンプラを組み立てる体験、あの池の水を抜く番組さながら
の濁ったお湯から危険生物を探す体験、あのサクレのサクサク氷感を再現した入浴剤で「サ
クレレモン」に入っているような体験など、入浴時間を楽しめる体験型の商品を 2022 年夏よ
り順次発売します。

「びっくら？たまご」と「ガンプラ※1」が初のコラボレーション！
入浴剤が溶けると中から mini ガンプラの球型ランナーが出てきて、組み立てると全長約 30mm の「水陸両用のモビルスー
ツ」が完成します。入浴剤から球型ランナーが出てくる仕様※2 は「びっくら？たまご」シリーズ初です。また、本商品には
「びっくら？たまご」と別添でガンプラ「ENTRY GRADE 1/144 ストライクガンダム」も同梱され、工具不要でハイクオリティな
ガンプラを組み立てることができます。親子で一緒に入浴時間をお楽しみいただける商品となっています。
※1 株式会社 BANDAI SPIRITS が展開する『機動戦士ガンダム』シリーズのプラモデル「ガンプラ」は、1980 年の販売開始から現在までに累計 7 億個以
上を出荷している人気シリーズです。※2 日本特許出願済

価格：1,540 円・税 10%込/1,400 円・税抜 発売月：2022 年 7 月予定

©創通・サンライズ

▼セット内容 （例）ENTRY GRADE 1/144 ストライクガンダム(グランドスラム装備)
& mini ガンプラ モビルグーン(ブラウン) / モビルゾノ(グリーン)
②ガンプラ「ENTRY GRADE 1/144 ストライクガンダム
① mini ガンプラの球型ランナー入り入浴剤
（グランドスラム装備）」のランナー

入浴剤が溶けると中から
球型ランナーからパーツを外して組み立てると
mini ガンプラの
全長約 30mm の mini ガンプラが完成します。
球型ランナーがでてきます。 ※いずれか一つが入っています。

ランナーからパーツを外して組み立てると
「ENTRY GRADE 1/144 ストライクガンダム（グランドスラム装備）」
が完成します。

▼その他ラインアップ
ENTRY GRADE 1/144 ストライクガンダム(ディアクティブモード) & mini ガンプラ モビルグーン(サンドイエロー) /モビルゾノ(ライトグレー)

※いずれか一つが入っています。

『びっくら？たまご
ドラマチックお風呂シリーズ サクレ』

『びっくら？たまご ドラマチックお風呂シリーズ
緊急 SOS！風呂の水ぜんぶ抜く大作戦』

▼ラインアップ

▼ラインアップ

アリゲーターガー アフリカツメカエル

カミツキガメ

ワニガメ

瓦＆メダカ

1985 年に発売されて以降 35 年以上愛され続けているフタバ食
品の「サクレレモン」が入浴剤になって登場！「びっくら？たま
ご」シリーズ初のボディスクラブにもなる新感覚の入浴剤です。

テレビ東京系列で放送の人気番組「緊急 SOS！池の水ぜん
ぶ抜く大作戦」とコラボレーションした商品です。「びっくら？た
まご」シリーズ初のお風呂の底に沈んだまま浴面に浮いてこ
ないマスコットが出てくる商品です。入浴剤は池をイメージした
深緑色で番組さながらの体験が家のお風呂で楽しめます。

価格：638 円・税 10%込/580 円・税抜
発売月：2022 年 8 月予定 ©2022 フタバ食品株式会社

価格：638 円・税 10%込/580 円・税抜
発売月：2022 年 9 月予定 ©TV TOKYO

『びっくら？たまご
ドラマチックお風呂シリーズ お風呂純烈』

『びっくら？たまご DX
ドラマチックお風呂シリーズ おふろ水族館』

※本製品は、ボディスクラブ入浴剤とマスコットは別で入っています。

▼ラインアップ

▼ラインアップ

※入浴剤の中から「マスコットと
ネームプレート」が出てきます。
水槽台座は別添です。
小田井涼平 白川裕二郎 後上翔太 酒井一圭

スーパー銭湯アイドル「純烈」とのコラボレーション商品で、自宅
のお風呂でメンバーとの混浴気分が味わえます。
マスコットは全 12 種で、うちシークレットが 4 種あります。

「びっくら？たまご」シリーズ初の、飾れる専用台座付きの商
品です。台座は半円のアクリル仕様で生物と同じ水の中から
の目線と、水族館のガラス越しに眺めている目線の両方が楽
しめます。

価格：638 円・税 10%込/580 円・税抜
発売月：2022 年 10 月予定 ©G-STAR.PRO All Rights Reserved.

価格：638 円・税 10%込/580 円・税抜
発売月：2022 年 7 月予定 ©BANDAI

『びっくら？たまご ドラマチックお風呂シリーズ お風呂で JAWS（仮称）』
映画「JAWS」を鑑賞したときの恐怖を自宅のお風呂で体験できる商品です。
船型の入浴剤をお風呂にいれると、お湯が水色から 2 段階で色が変わり、
名場面をモチーフにした「JAWS」のマスコットが登場します！
価格：858 円・税 10%込/780 円・税抜
シークレット 発売月：2022 年 11 月予定
© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

監修中

監修中

監修中

『びっくら？たまご ドラマチックお風呂シリーズ お風呂でウォーリーをさがせ！』
▼本型ケース ▼切手型チップ

▼耐水性シート

35 周年となる「ウォーリーをさがせ」とコラボレーションした商品で
す。入浴剤から「ウォーリーをさがせ」の本を意識したデザインの
ケースが登場し、その中にはいっている沢山の切手型チップをお湯
に浮かせて、ウォーリーやその仲間探しをすることができます。更に
別添の耐水性シートの絵の中から、切手型チップと同じメンバーが
いるか探すことも出来ます。
価格：638 円・税 10%込/580 円・税抜 発売月：2022 年 11 月予定
Where's Waldo?/Where's Wally? © DreamWorks Distribution Limited. All rights reserved.

『びっくら？たまご ドラマチックお風呂シリーズ お風呂で JAWS（仮称）』および『びっくら？たまご ドラマチックお風呂シリーズ お風呂でウォーリーをさ
がせ！』は Universal Studios Licensing LLC （ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC）と株式会社バンダイとの商品化契約に基づき企画・制作した
商品です。

この他、有名クリエイタープロデュースの「びっくら？たまご」も企画中です。“ドラマチックお風呂シリーズ”の詳細は以下
の公式 WEB サイトよりご確認ください。動画にて各商品の仕様もご覧いただけます。
https://bandai-lifestyle.jp/feature/bikkuraDOS/

また、「びっくら？たまご」初のオフィシャルショップを 2022 年 7 月 7 日(木)に横浜ワールドポーターズ（神奈川県横浜市）、
2022 年 7 月 16 日(土)にキャナルシティ博多（福岡県福岡市）内の、バンダイナムコグループのキャラクター、商品、体験イ
ベントを一堂にあつめた「Bandai Namco Cross Store」内に、オープンします。オフィシャルショップでは多くの商品ラインアッ
プを取り揃え、より幅広いお客さまに「びっくら？たまご」の魅力をお届けします。

【商品概要】
●『びっくら？たまご ドラマチックお風呂シリーズ ENTRY GRADE 1/144 ストライクガンダム(グランドスラム装備)
& mini ガンプラ モビルグーン(ブラウン)/モビルゾノ(グリーン)』
価格

：1,540 円・税 10%込/1,400 円・税抜

セット内容：mini ガンプラランナー入り入浴剤×1 個、
「ENTRY GRADE 1/144 ストライクガンダム（グランドスラム装備）」ランナー×1 個
種類数

：全 2 種

発売月

：2022 年 7 月予定

●『びっくら？たまご ドラマチックお風呂シリーズ ENTRY GRADE 1/144 ストライクガンダム(ディアクティブモード)
& mini ガンプラ モビルグーン(サンドイエロー)/モビルゾノ(ライトグレー)』
価格

：1,540 円・税 10%込/1,400 円・税抜

セット内容：mini ガンプラランナー入り入浴剤×1 個、
「ENTRY GRADE 1/144 ストライクガンダム（ディアクティブモード）」ランナー×1 個
種類数

：全 2 種

発売月

：2022 年 7 月予定

●『びっくら？たまご ドラマチックお風呂シリーズ サクレ』
価格

：638 円・税 10%込/580 円・税抜

セット内容：パウチ入りボディスクラブ入浴剤×1 包、サクレカップ×1 個、マスコット×1 個
種類数

：全 4 種

発売月

：2022 年 8 月予定

●『びっくら？たまご ドラマチックお風呂シリーズ 緊急 SOS！風呂の水ぜんぶ抜く大作戦』
価格

：638 円・税 10%込/580 円・税抜

セット内容：マスコット入り入浴剤×1 個
種類数

：全 5 種

発売月

：2022 年 9 月予定

●『びっくら？たまご ドラマチックお風呂シリーズ お風呂純烈』
価格

：638 円・税 10%込/580 円・税抜

セット内容 ：マスコット入り入浴剤×1 個
種類数

：全 8 種＋シークレット 4 種

発売月

：2022 年 10 月予定

●『びっくら？たまご DX ドラマチックお風呂シリーズ おふろ水族館』
価格

：638 円・税 10%込/580 円・税抜

セット内容：マスコット＋ネームプレート入り入浴剤×1 個、水槽台座×1 個
種類数

：全 5 種

発売月

：2022 年 7 月予定

●『びっくら？たまご ドラマチックお風呂シリーズ お風呂で JAWS（仮称）』
価格

：858 円・税 10%込/780 円・税抜

セット内容：マスコット入り入浴剤×1 個
種類数

：全 3 種＋シークレット 1 種

発売月

：2022 年 11 月予定

●『びっくら？たまご ドラマチックお風呂シリーズ お風呂でウォーリーをさがせ！』
価格

：638 円・税 10%込/580 円・税抜

セット内容：本型ケース入り入浴剤×1 個、耐水性シート×1 枚
（本型ケースの中に切手型チップが 20 個入っています。）
種類数

：全 1 種

発売月

：2022 年 11 月予定

全国のドラッグストア・量販店・専門店の日用品売り場や玩具売り場（取り扱いのない法人・店舗もございます。）、一部商品
はバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて販売予定です。

「びっくら？たまご」はバンダイの登録商標です。

キャラフルライフスタイル公式 HP：https://bandai-lifestyle.jp/feature/bikkura.php
株式会社バンダイ公式サイト：https://www.bandai.co.jp
バンダイ・BANDAI SPIRITS 広報公式 Twitter：https://twitter.com/bandai_spirits
※本プレスリリースの内容は 2022 年 5 月 10 日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。

